
スキルマトリックス

氏名

有している専門性／期待する分野

取締役会 
出席状況

監査役会 
出席状況

企業経営／ 
経営戦略

法務／ 
リスク 

マネジメント

財務・会計／
資本政策

テクノロジー／ 
システム

人事／ 
人材開発

内部統制／ 
ガバナンス

ESG／ 
サステナ 
ビリティ

マーケ 
ティング／ 
事業開発

国際経験 業界経験 独立性

藤田 恭嗣 ● ● ● ● ● ● ― ��回／��回 ―

新名 新 ● ● ● ● ● ● ― ��回／��回 ―

溝口 敦 ● ● ● ● ― ��回／��回 ―

苅田 明史 ● ● ● ● ― ����年�月より現職

MEDIA DO’s Management

代表取締役社長 CEO

藤
ふ じ た

田 恭
や す し

嗣

取締役 CSO兼CFO

苅
か ん だ

田 明
ひ ろ し

史
取締役副社長 COO

新
に い な

名 新
し ん

取締役 CBDO

溝
み ぞ ぐ ち

口 敦
あつし

私はコンテンツが持つ力、テクノロジーが 

もたらす無限の可能性を信じています。 

これらを掛け合わせ、コンテンツ業界全体

に貢献するイノベーションの創発に向けて、

メディアドゥは不断の挑戦をし続けます。 

経営トップとして常に未来を見据えて先頭に

立ち、ビジョンを示し続けることで、ステーク

ホルダーからの期待に応えていきます。

中期経営計画の目標達成に向けて、 

財務・非財務両面の機能充実、 

特に経営資源の戦略的配分、一層の 

ガバナンス向上、人的資本戦略構築、 

サステナビリティ推進に取り組みます。

長く国内外の出版業界で仕事をしてきた 

経験を生かし、欧米に比べて低迷の続く 

日本の出版を活性化しメディアドゥの 

ビジネスチャンスを拡げていきます。

20年以上にわたり最新のテクノロジーを 

活用したコンテンツ流通に携わってきた 

経験を生かして未来変化を予測し、 

より多くのIPが技術によって世界に広まって 

いく仕組みを構築していきます。

取締役会で議論・検討した主な項目

テーマ 主な検討内容 報告・議案件数

経営戦略 経営方針、新型コロナウイルス感染症の影響、中期経営計画進捗、事業報告（既存／新規） ��

財務会計 グループ予算、資本戦略（株主還元、資金調達）、決算報告 ��

投資・M&A 投資／M&A検討 ��

人事組織 取締役／執行役員の選定、役員報酬（金銭／非金銭） �

ガバナンス 取締役会の実効性評価、役員の利益相反、ガバナンス向上に向けた方針／規程整備 ��

コンプライアンス・リスクマネジメント コンプライアンス、リスクマネジメント／内部統制、サステナビリティ �

IR IR方針、IR活動報告 �
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指名報酬諮問委員会の活動状況

取締役の指名・報酬等に関する意思決定の透明性と客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委

員会を����年�月�日に設置しました。本委員会の委員は取締役会の決議により選定された代表取締役を含む�名以上の取締

役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員の過半数

をもって選定します。

����年度の主な議題
・役員報酬制度（含む、執行役員）の現状確認と見直し検討
・個別報酬制度設計にかかる検討と答申の作成
・スキルマトリックスの確認と取締役会構成に関する検討
・サクセッションプランに関する検討と答申の作成　　　　　　等

スキルマトリックス

氏名

有している専門性／期待する分野

取締役会 
出席状況

監査役会 
出席状況

企業経営／ 
経営戦略

法務／ 
リスク 

マネジメント

財務・会計／
資本政策

テクノロジー／ 
システム

人事／ 
人材開発

内部統制／ 
ガバナンス

ESG／ 
サステナ 
ビリティ

マーケ 
ティング／ 
事業開発

国際経験 業界経験 独立性

金丸 絢子 ● ● ● ● ● ��回／��回 ―

宮城 治男 ● ● ● ● ● ����年�月より現職

大和田 和惠 ● ● ● ● ― ��回／��回 ��回／��回

森藤 利明 ● ● ● ��回／��回 ��回／��回

椎名 毅 ● ● ● ��回／��回 ��回／��回

常勤監査役

大
お お わ だ

和田 和
か ず よ し

惠

社外監査役

椎
し い な

名 毅
つよし

社外監査役

森
も り ふ じ

藤 利
と し あ き

明

企業価値向上のために、会社が健全に 

経営され、持続的な成長を確保し、 

社会的信頼に応えられる企業統治体制を

確立させることが監査役の役割として 

努めていきます。

社外監査役が有する株主共同の利益の 

代弁者としての立場及び少数株主の視点を

常に意識し、弁護士として独立した 

立場から、当社の経営のモニタリングを 

行っていきます。

時に会計情報の信頼性は経営判断の 

品質に大きな影響を与えます。不確かな 

会計情報が意思決定をミスリードすること

のないよう、財務・会計の専門家として 

役割を果たします。

社外取締役 
指名報酬諮問委員長

金
か な ま る

丸 絢
あ や こ

子

弁護士として国際取引や企業法務に 

携わってきた経験を生かし、ESGの観点に

配慮するとともに、独立した立場から取締役

会の実効性を高め、当社のガバナンスの 

充実に貢献します。

創造性が発揮され、コンテンツ溢れる 

世界をつくる起爆剤となるために、組織が、

働く一人ひとりが、より楽しくクリエイティブ

になれる進化へ、向き合っていきます。

社外取締役 
指名報酬諮問委員会委員

宮
み や ぎ

城 治
は る お

男

MEDIA DO’s Management
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A 藤田 恭嗣
 代表取締役社長 CEO

����年 �月（有）フジテクノ（����年��月当社に吸収合併）設立 
代表取締役

����年 �月 当社設立 代表取締役社長
����年��月（株）FIBC 設立 代表取締役社長（現任）
����年 �月  （株）出版デジタル機構 

（����年�月に（株）メディアドゥに社名変更し、 
����年�月当社に吸収合併）代表取締役会長

 同年 �月 当社代表取締役社長グループCEO
����年 �月  （株）メディアドゥ 

（����年�月（株）出版デジタル機構に吸収合併） 
代表取締役会長

 同年 同月 当社代表取締役社長執行役員 CEO
����年 �月 当社代表取締役社長 CEO（現任）

B 新名 新
 取締役副社長 COO

����年 �月（株）角川書店書籍事業部部長
����年 �月（株）角川書店（現（株）KADOKAWA）常務取締役
����年 �月（株）角川エディトリアル代表取締役
����年 �月（一財）角川文化振興財団事務局長代理
 同年��月 同財団事務局長
����年 �月（株）出版デジタル機構 

（����年�月に（株）メディアドゥに社名変更し、
����年�月当社に吸収合併）代表取締役社長

����年 �月（株）メディアドゥ 
（����年�月（株）出版デジタル機構に吸収合併）

代表取締役社長
 同年 同月 当社副社長執行役員 COO
 同年 �月 当社取締役副社長執行役員 COO
����年 �月 当社取締役副社長 COO（現任）

C 溝口 敦
 取締役 CBDO

����年 �月（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
（現（株）NTTドコモ）入社

����年 �月 当社入社 執行役員コンテンツ&メディア事業本部長
����年 �月 当社執行役員営業本部長
����年 �月 当社取締役営業本部長
����年 �月 当社取締役事業統括本部長
����年 �月 当社取締役事業開発本部長
����年 �月（株）出版デジタル機構 

（����年�月に（株）メディアドゥに社名変更し、
����年�月当社に吸収合併）取締役

 同年 �月 当社取締役グループCOO
 同年 同月（株）メディアドゥ 

（����年�月（株）出版デジタル機構に吸収合併）
取締役

����年 �月 当社取締役執行役員 CBO
 同年 �月 当社執行役員 CBO
����年 �月 当社執行役員新サービス推進室長
2020年 �月 当社取締役 CBDO（現任）
 同年 �月（株）MyAnimeList 代表取締役社長（現任）

D 苅田 明史
 取締役 CSO 兼 CFO

����年 �月 UBS 証券会社（現 UBS 証券（株））入社
����年 �月 フロンティア・マネジメント（株）入社
����年 �月（株）フライヤー設立 取締役（現任）
����年 �月 当社入社 経営企画室担当部長
����年 �月 当社経営企画室長
����年 �月 当社執行役員 CSO
2022年 5月 当社取締役 CSO 兼 CFO（現任）

E 宮城 治男
 社外取締役

����年 �月 学生アントレプレナー連絡会議　事務局長
����年 �月 特定非営利活動法人エティック設立　代表理事
����年 �月 早稲田大学大学院　非常勤講師
2013年11月 文部科学省参与
2015年 4月 多摩大学大学院 客員教授（現任）
����年 �月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事
務局） まち・ひと・しごと創生会議 構成員

����年 �月（株）ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任）
����年 �月 当社社外取締役（現任）

F 金丸 絢子
 社外取締役

����年��月 弁護士登録
  同年 同月 弁護士法人大江橋法律事務所入所
����年 �月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任）
����年 �月（株）CDG 社外監査役（現任）
����年 �月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー

（株）CDG 社外監査役

G 大和田 和惠
 常勤監査役

����年 �月 ソニーオーディオ（株） 
（現ソニーグローバルマニュファクチャリング& 

オペレーションズ（株））入社
����年 �月 当社入社 管理部長
����年 �月 当社取締役管理部長
����年 �月 当社取締役管理本部長
����年 �月 当社専務取締役管理本部長
����年 �月 当社取締役管理本部長
����年 �月 当社監査役（現任）

H 森藤 利明
 社外監査役

����年��月 中央青山監査法人入所
����年 �月 公認会計士登録
 同年 �月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 

入所
����年 �月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任）
����年 �月 当社社外監査役（現任）
����年 �月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任）

重要な兼職の状況
森藤公認会計士事務所所長
名古屋税理士法人代表社員

I  椎名 毅
 社外監査役

����年��月 弁護士登録
 同年 同月 木村綜合法律事務所入所
����年 �月 神田橋法律事務所 

（現 White & Case 法律事務所）入所
����年 �月 長島・大野・常松法律事務所入所
����年��月（株）経営共創基盤入社
����年 �月 衆議院参与（（株）経営共創基盤より転籍。 

国会に設置された福島原子力発電所事故 
調査委員会に勤務）

 同年��月 衆議院議員
����年��月 税理士登録
 同年��月 椎名つよし法律税務事務所代表（現任）
����年 �月（株）PhoneAppli 社外取締役
 同年 �月 当社社外監査役（現任）
����年��月 磐梯町デジタル変革審議会委員（現任）

重要な兼職の状況
椎名つよし法律税務事務所代表
磐梯町デジタル変革審議会委員

役員一覧 （2022年5月26日現在） 

A

E
G

H

I

F B

D

C
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基本的な考え方
当社グループは、ミッション・ビジョンを達成するために、当社

に関わる様々なステークホルダーの重要性を十分理解し、当社

の企業価値向上、ひいてはそれに起因する株主価値を中長期

的に最大化することを経営の基本方針としています。また、経

営のグローバル化が進む中で、さらなる業容拡大、企業価値の

向上の観点から、経営判断の迅速化、効率化を促進するととも

に、コーポレート・ガバナンスの充実による経営の健全性と透

明性の向上が重要な経営課題であると認識しています。健全性

の向上のためには、企業倫理の確立や意識の全社的な浸透が

必須であり、これにより当社の各機関及び全役職員一人ひとり

が、的確かつ公正な意思決定を行う風土が醸成されると考えま

す。また、経営の透明性を高め、様々なステークホルダーとの長

期的な信頼関係を構築するには迅速かつ積極的な情報開示も

不可欠であるという考え方から、法定開示及び任意開示の双方

において情報開示体制のさらなる充実に努めます。

　当社は、公正かつ実効性の高い経営の実現に向けて、取締

役会の監督のもと、適切な資源配分、意思決定の迅速化、コン

プライアンス意識の向上や徹底の推進等、コーポレート・ガバ

ナンスの強化を図ります。

コーポレート・ガバナンス体制
当社は、経営上の最高意思決定機関として取締役会を設置し、

その監査機関として監査役会を設置しています。さらに、取締

役会に準ずる会議体として常勤役員会を設置しています。取締

役会に意思決定機能と業務監督機能を、常勤役員会に取締

役及び執行役員の業務執行機能を持たせることで、業務執行

の効率化を図っています。

　当社では、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役に

よる適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役

会設置会社の形態を選択しています。現状のコーポレート・ガ

バナンス体制として、監査役会を構成する社外監査役の全員を

独立役員で構成するとともに、取締役の中にも独立役員であ

る社外取締役2名を選任しています。

　このような役員構成のもと、社外監査役においては、適法性

の観点に限らず、妥当性の観点からも業務執行取締役の業務

執行を監査し、社外取締役においては、取締役会における議決

権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを業務

執行取締役に対し及ぼすことにより、一般株主の利益保護に

も十全を期すべく努めています。また、2021年6月からは任意

の委員会である指名報酬諮問委員会を設置し、経営の透明性

や公正性の向上を図るとともに、取締役会による監督機能の

強化と執行のスピードアップを推し進めています。

取締役会
取締役6名 

（うち社外取締役2名）

➆指名報酬諮問委員会

➅サステナビリティ推進委員会
連携

連携

選定・解職・監督

指示・管理

連携
報告・付議

指示

報告・付議

答申

報告

報告

報告

業務執行

監査

経営・監督

選任・解任 選任・解任

内部監査

会計監査

指示

監査

監査

選任・解任

当社のガバナンス体制における機能と役割

名称 概要 ����年�月期の 
開催回数／頻度

➀ 取締役会
経営上の最高意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項（経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分
等）を決定し、業務執行状況を監督しています。定時取締役会は原則として毎月�回開催し、必要に応じ随時臨時取締役
会を開催しています。

��回

➁ 代表取締役社長 経営及び業務執行責任者として、当社を代表し取締役会の議事運営にあたるとともに、当社全般の業務執行を統括して
います。 —

➂ 監査役会

監査役は、取締役会に出席し、社内の実態の把握に務めるとともに、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監
査、会計監査を実施しています。常勤監査役においては、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の業務執行状
況を十分に監査できる体制となっています。監査役会は毎月�回開催し、効率的かつ効果的な監査を遂行するため、監査
計画の策定、監査の実施状況、監査結果等を�名で検討しています。また、内部監査室及び会計監査人との相互補完的
かつ効果的な監査が実施できるよう、相互に情報共有に努め連携を図っています。

��回

➃ 常勤役員会 原則毎週�回開催され、主に事業運営に関わる事項について協議し、職務権限規程に定める事項のほか、取締役会決議
事項を除く経営上の業務執行の基本事項について検討・決定し、業務執行の効率化を図っています。 週�回

➄ 内部監査室

代表取締役社長の直轄機関として内部監査室が設置されており、代表取締役社長の承認を受けた内部監査計画は、取
締役会へ直接報告し、当計画に基づいて内部監査を実施し、当社の事業活動を監査すると同時に、取締役・従業員の法
令遵守の姿勢についても監視しています。当該監査における、改善指示等は代表取締役社長から各部門・各グループ会
社へ直接交付され、適切な改善がなされる体制としています。内部統制監査において認識された結果については、取締
役会並びに監査役会へ報告しています。また、内部監査室と監査役会は�カ月に�回定期的に情報交換するなど、意思疎
通を図り、情報の収集と実効性、効率性の向上を図っています。

—

➅  サステナビリティ 
推進委員会

委員長をコーポレート部門管掌取締役とし、リスクや機会に対する責任を明確にするために各部門に設定した統制推進
オーナー等をメンバーとして構成します。同委員会は必要に応じて開催し（原則的には四半期に�回）、当社がミッション・
ビジョンを軸として経営・戦略を推進していくにあたり、狭義のリスク管理のみならず、ESG（環境（Environment）、社会

（Social）、ガバナンス（Governance））やSustainable Development Goals（持続可能な開発目標）といった社会的な要
請等の観点を踏まえて事業機会とリスクを整理し、管理・監督することで、より一層持続可能な組織、企業体になること
を目的として、取締役会の下に設置するとともに、必要に応じて審議結果の取締役会への報告を行います。

����年 
�月設置

➆ 指名報酬諮問 
委員会

取締役会の決議により選任された代表取締役を含む�名以上の取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役と
し、委員長は独立社外取締役である委員の中から委員の過半数をもって選定することにより、独立性・客観性を高めてい
ます。同委員会は取締役会の諮問に応じて、主に取締役候補者の指名、取締役及び執行役員の選解任、取締役及び執行
役員の報酬に関する方針及び手続き、最高経営責任者等の後継者育成計画に関する事項について検討・審議し、取締役
会に対して答申します。

�回

コーポレート・ガバナンス体制 （2022年6月1日現在）

組織形態 監査役会設置会社
取締役の人数（うち、社外取締役の人数） �名（�名）
監査役の人数（うち、社外監査役の人数） �名（�名）
取締役の任期 �年
監査役の任期 �年
執行役員制度の採用 有
取締役会における任意の諮問機関 指名報酬諮問委員会

取締役へのインセンティブ付与に 
関する施策の実施状況

譲渡制限付株式報酬制度
の導入、その他

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人

過去のコーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み 

コーポレート・ガバナンス体制図 （2022年6月1日現在）

コーポレート・ガバナンス

 詳細は、Webサイトをご参照ください。
https://mediado.jp/sustainability/governance/policy/

会計監査人

➁代表取締役社長

執行役員

グループ会社
（子会社等）

各事業部／コーポレートスタッフ

➂監査役会
常勤監査役1名 
社外監査役2名

➃常勤役員会

株主総会

➄内部監査室

グループ管理体制拡充による全社ガバナンス向上

����
• 執行役員制度導入
• 統合報告書発行
• ESG重点テーマ策定

����
•  改訂CGコードに合わせてガバナンス 

基本方針など各種方針策定・改正
• 初の女性取締役就任
• 指名報酬諮問委員会設置

����
•  東証プライム市場移行
• サステナビリティ推進委員会設置

➀取締役会
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コーポレート・ガバナンス

実効性評価
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高

めることを目的として、取締役会の実効性について、自己評価・

分析を実施しています。自己評価・分析については、外部機関

の助言を得ながら以下の方法で行いました。

　今後も、当社の取締役会では実効性評価を踏まえ、課題につ

いて十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能

を高める取り組みを継続的に進めていきます。

役員区分 報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員数 
（人）金銭報酬 非金銭報酬等（株式報酬）

取締役（社外取締役を除く。） �� �� �� �
監査役（社外監査役を除く。） � � — �
社外役員 �� �� — �

概要：
����年�月にアンケートを実施し、�月の 
定例取締役会において、分析・議論・評価

対象：
全ての取締役・監査役

回答方法：
・  無記名方式によるアンケート
・ 外部機関に直接回答することで匿名性を

確保

主な質問項目：
・ 取締役会の構成／運営／議論について
・ 取締役会のモニタリング機能について
・ 社外取締役のパフォーマンス
・ 取締役・監査役に対する支援体制／ 

トレーニング
・ 株主（投資家）との対話　　等

評価が高かった項目：
・ 取締役会の構成員の多様性
・ 取締役会の開催頻度や、形式的でなく自由

闊達で建設的な議論や意見交換
・ 中長期的な企業価値向上に向けた適切な

実行の監督・モニタリング体制
・ 株主（投資家）との対話状況についての

フィードバック

今後の課題：
・ 中長期的な企業戦略・経営戦略や 

潜在的なリスク・機会への対処についての
議論深化

・ 重要案件に対する十分な審議時間の 
確保とサポート体制の構築

・ 最高経営責任者（CEO）等を含む、 
計画的な後継者候補育成の適切な監督

➀  サステナビリティ推進委員会の設置

2022年6月より、コーポレート部門管掌取締役

を委員長、人事部門、経理部門それぞれを管

掌する執行役員を副委員長、その他指名の役

職員により、取締役会の諮問機関としてサステ

ナビリティ推進委員会を設置しました。狭義の

リスク管理のみならず、全社の統合的リスク管

理及びマテリアリティ（重要課題）の特定と定期

的な見直し等、サステナビリティ戦略に関する

事項を検討・審議するとともに、施策の遂行状

況や目標達成度合いをモニタリングします。

➁  運営体制・サポート体制の充実

重要な決議事項等に対する審議時間の確保に

向けて、事前の情報共有やアジェンダ等の見直

しを実施します。また、高度化する経営・社会課

題に対処すべく新たなトレーニング機会の提供

等を実施していきます。

評価結果プロセスの概要 今後の施策

����年�月の実施結果を踏まえた����年�月期の取り組み  

2022年3月実施結果については、2021年同様コロナ禍におい

て潜在的なリスクへの対処等に対する議論の時間の確保が 

困難であった点を除き、任意の委員会の関与が適切になされ、

取締役会において自由闊達で建設的な議論ができたこと等、

前回比で改善された項目も見られ、概ね肯定的な評価が得ら

れました。2022年6月にはサステナビリティ推進委員会を発足

させ、サステナビリティやダイバーシティへの取り組みの充実に

ついても主体的に監督・推進を行っていきます。

2022年2月期における役員区分ごとの報酬等の内容

2022年3月に実施した実効性評価

取締役及び監査役の選任方針
当社の取締役会は、定款で定める取締役�名以内、監査役は

�名以内の員数の範囲内で、各会議体の全体としての知識、経

験、能力等のバランスやジェンダー等の多様性に配慮しつつ、

適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方として

います。当社の事業理念、経営戦略をもとに、取締役について

は、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断し、 

客観性・透明性を確保する観点から、取締役会が指名報酬諮

問委員会に対して諮問し、同委員会が検討・審議のうえで取

締役会に対して行った答申を踏まえて選任します。また、社外

役員は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定

める独立役員の資格を充たし、実質的に一般の株主と利益相

反の生じる恐れがないと判断される者を選任します。

最高経営責任者等の後継者計画
最高経営責任者の後継者計画については、当社を取り巻く環

境や置かれた状況の変化、中期経営方針、戦略進捗等を勘案

した内容となるよう、指名報酬諮問委員会の中で継続的に議

論とモニタリングを実施します。なお、経営幹部または外部人

材を候補者とし、実績に加え、高いリーダーシップ／経営理念

の実現に向けた情熱／社内外からの信頼／革新性の追求／

人格や人望を考慮し、高い経営判断能力を有すると判断され

る者を候補者とする方針です。当該候補者の中から、取締役

会が指名報酬諮問委員会の答申を踏まえたうえで、最高経営

責任者として最もふさわしい人物を最終的に選定します。

取締役及び監査役の報酬
業務執行取締役の報酬決定方針と構成イメージ

当社は、取締役の報酬を決定するにあたり、上記を基本方針

としています。

　基本方針を踏まえたうえで、報酬決定にあたりより透明性を

高めるべく2021年6月から指名報酬諮問委員会を設置しまし

た。そこでの議論を経て、取締役及び業務執行取締役の報酬

は金銭報酬及び株式報酬（譲渡制限付株式報酬）により構成

し、2023年2月期からは業績連動報酬を導入しました。また、

業績連動報酬の額の算定にあたっては、収益性及び成長性を

重視すべく連結営業利益及び連結売上高を指標としています。

加えて、株式報酬に係る個別配分については持続的成長及び

中長期的な企業価値向上の観点から、ESGに関する項目を含

む定性項目に対する個人別の貢献度合いを総合的に勘案す

ることを新たに決定しました。

（注） 上記の取締役（社外取締役を除く）には、����年�月��日開催の第��回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役�名を含んでいます。

• 企業価値の持続的な向上を強く動機付ける報酬設計とすること
• 株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任の観点から、客観性・透明性のある手続きを踏まえ設計すること
• 各取締役の役割及び職責を踏まえた適正な報酬水準とすること

報酬の形態
固定報酬 業績連動報酬

金銭 株式報酬 金銭

報酬の割合 概ね��％ 概ね��％ 概ね��％

算定方法の決定に
関する方針

•  固定報酬に係る個別の報酬については、金銭及び株
式報酬で構成され、配分については役割及び職責に
応じて決定する。業務執行取締役の固定報酬は、こ
れに加えて、前事業年度の個人業績及び当該事業
年度に設定した個人別の業務目標（コミット）に対す
る評価を総合的に勘案して決定する。

•  持続的成長及び中長期的な
企業価値の向上の観点から
設定した、ESGに関する項目
を含む定性項目に対する個
人別の貢献度合いを総合的
に勘案して決定する。

•  業績連動報酬の額の算定の
基礎となる指標は、収益性及
び成長性を重視すべく連結
営業利益及び連結売上高と
する。
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基本的な考え方 
当社グループでは、リスク発生の抑制及び会社損失の最小化を

図ることを目的として「リスク管理規程」を制定し、持続的成長

や事業活動の遂行に影響を与える可能性のあるリスクの抽出、

評価及び対策について、サステナビリティ推進委員会（原則、四

半期に1回開催）において検討並びに協議を行い、その結果を

経営陣に報告します。経営陣はその結果を受け、経営視点での

リスク間の相対的な関連性を検討・考慮したうえで、対処すべ

きリスクの優先順位を決定しています。

　また、リスクの抽出においては、リスクを戦略遂行リスクと 

オペレーショナルリスクに分類しています。

リスクマネジメントサイクル

リスク評価マップ

主な事業等のリスクと影響の範囲

認識するリスク 影響の範囲 影響度 リスクの概要

戦
略
遂
行
リ
ス
ク

➀ 電子書籍業界の 
成長性

・ 経営方針及び成長戦略に影響を 
及ぼす可能性

・業績に影響を及ぼす可能性

中～大程度（数億
円～��億円規模）
の業績影響が 
生じる可能性

今後も電子書籍市場規模は拡大が見込まれていますが、一層の
成長に貢献すべく、自社システムやサービスの改善に努めていき
ます。

➁ 外的要因（自然災害等）
による事業への影響

・ 成長戦略・事業活動に影響を 
及ぼす可能性

・ 需要及び供給に影響を 
及ぼす可能性

・収益確保に影響を及ぼす可能性

中～大程度（数億
円～��億円規模）
の業績影響が 
生じる可能性

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、約�割程度の社員を常
態的に在宅勤務体制としつつ、事業運営を継続しています。一方
で、パンデミックに限らず将来の様々な外的要因による事業への
影響等を抑止すべく、事業継続計画策定や経営危機管理マニュア
ルの遂行等の対策を徹底する必要があるものと認識しています。

➂ 海賊版サイト等の影響

・ 成長戦略・事業活動に影響を 
及ぼす可能性

・ 需要及び供給に影響を 
及ぼす可能性

・収益確保に影響を及ぼす可能性

中～大程度（数億
円～��億円規模）
の業績影響が 
生じる可能性

足元では、海外に拠点を置く中小規模のサイトの存在を複数確認
しています。閉鎖に至ったものもある一方でアクセス数の増加傾
向が続いており、引き続き出版業界や政府とも連携して対応を進
めています。

➃ 特定取引先からの 
仕入依存

・事業活動に影響を及ぼす可能性
・ 業績・財政状態に影響を 

及ぼす可能性

中～大程度（数億
円～��億円規模）
の業績影響が 
生じる可能性

取引先との条件交渉は頻度は高くないものの、双方において 
定期的な見直しを実施しています。

➄ システム・情報 
セキュリティリスク

・ 業績・財政状態に影響を 
及ぼす可能性

・ブランド価値を毀損する可能性

中程度（数億円規
模）の業績影響が
生じる可能性

当社グループにおいてこの�年間での経済的損失を伴う事故発生
件数は�件、情報漏洩発生件数は�件でした。引き続き、将来の
事故・情報漏洩等の発生を抑止すべく、グループを挙げたセキュ
リティ体制の充実と不断の改善を図る必要があるものと認識して
います。

➅ 投資や減損に関する 
リスク

・財政状態に影響を及ぼす可能性
・ 事業、経営成績、キャッシュ・フローの

状況及び株価に影響を及ぼす 
可能性

中～大程度（数億
円～��億円規模）
の業績影響が 
生じる可能性

当社は����年2月期第�四半期連結累計期間において、当社の
連結子会社である（株）Nagisaに関する特別損失（減損損失）
���百万円を計上しました。これは、同社の主力事業であるマン
ガアプリ事業において、ネット広告に関するデジタルプラットフォー
マーの規制対応といった外部環境の変化を踏まえ、当初計画に
おける収益等の進捗状況を精査し、のれんの回収可能性につい
て検討した結果、減損処理を行ったものです。

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク

➆ 人材の獲得

・ 成長戦略・事業活動に影響を 
及ぼす可能性

・ 業績・財政状態に影響を及ぼす 
可能性

中程度（数億円規
模）の業績影響が
生じる可能性

現時点で事業推進において大幅な遅延等の影響は出ていません
が、一層の事業成長を図る中、エンジニアを中心に人材獲得需
要はすでに高まっています。

➇ 内部管理体制

・ 業績・財政状況に影響を 
及ぼす可能性

・ブランド価値を毀損する可能性

中程度（数億円規
模）の業績影響が
生じる可能性

現時点でコーポレート・ガバナンス上の問題は生じていませんが、
将来の事態発生を抑止すべく、内部管理体制の充実を図る必要
があるものと認識しています。

➈ 特定人物への依存

・ 成長戦略・事業活動に影響を 
及ぼす可能性

・ 業績・財政状態に影響を 
及ぼす可能性

・ブランド価値を毀損する可能性

中程度（数億円規
模）の業績影響が
生じる可能性

特定人物への依存によって現在生じている影響はありませんが、
今後、後継者育成計画を策定するなど、不測の事態に備えておく
必要があるものと認識しています。

発生頻度多

重要度の高いリスク

発生頻度少

外的要因

内部要因

➇➈

➁

➆
➄

➅ ➂
➃

➀

リスクマネジメント

 P.26

 P.52

 P.40

 P.50

 P.68

戦略遂行リスク
経営方針の策定及び事業戦略の遂行にあたり、企図する成果や効果が予定通り獲得できない可能性の程度及びその発生可能性で
あり、持続的成長を実現するにあたり、影響の範囲・程度を認識しつつ、対応策も含め検討するリスク

オペレーショナルリスク 戦略遂行を支えるオペレーション上の事象・障害の発生可能性及び損失可能性であり、事業遂行上、一定以下に抑制すべきリスク

　これらに基づき、重要と判断したリスクについて、当社グルー

プの事業、管理部門、マネジメント等の各レイヤーが当該リスク

の内容に応じた対応・対策を検討・協議し、サステナビリティ推

進委員会がその進捗をモニタリングのうえ、継続的な改善を図

るように努めています。監査役は取締役会への参加、重要書類

の閲覧・確認、会計監査人との連携等を通じて、対処すべき優

先順位の高いリスクについて有効な対策が実施されているか

をモニタリングしています。加えて、コンプライアンスに関連する

規程を制定し、当社グループの役職員が遵守すべき法令、ルー

ルを定め、内部監査等により遵守状況の確認を行っています。

サステナビリティ推進委員会

改善

重要リスクの 
抽出／分析

最重要リスク 
への対応

リスク調査 
（1回／年）

モニタリング／ 
ヒアリング

PLAN

ACT CHECK

DO  
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